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平成 27年度第 2回八幡市入札制度懇話会 

１．開催日時 平成 28年 2月 2日（火）14時 00分から 16時 15分まで 

２．場 所 八幡市役所分庁舎２階 会議室 A 

３．出 席 者 

会 長 岡山 敏哉 大阪工業大学 工学部建築学科教授 

委 員 
大田 直史 龍谷大学 政策学部政策学科教授 

安枝 伸雄 安枝法律事務所 弁護士 

（敬称略） 

  事務局   総務部技監、総務部契約検査課長 他３名 

  抽出案件担当者 10名 

４．次 第 １． 開会 

２． 会長挨拶 

３． 懇話会の公開について 

４． 協議事項 

 （１）指名停止等の運用状況、談合情報対応状況について 

（２）抽出案件について 

    ・一般競争入札６件 

・指名競争入札５件 

・随意契約３件 

（３）検討課題について 

５． 閉会 

５．議事概要  懇話会の公開について 

平成 27年度第 2回懇話会を公開することを決定した。 

（１）指名停止等の運用状況、談合情報対応状況について 

別紙１参照 

（２）抽出案件について 

   別紙２参照 

（３）検討課題について 

   別紙３参照 
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別紙１ 

協議事項（１）指名停止等の運用状況、談合情報対応状況について 

事務局の説明事項 

・指名停止等の運用状況について 

・談合情報対応状況について 

質問・意見 回答 

・指名停止を決定する理由について ・八幡市建設事業等指名停止に関する要綱

により決定している。 
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 別紙２ 

協議事項（２）抽出案件について 

【抽出案件一覧表（説明順）】 

番号 
業務 

区分 

入札契約

方式 
案件名称 担当課 

1127214 工事 
一般競争

入札 

平成 27 年度市単独事業土井南山１号線

道路改良工事 
道路河川課 

2127213 コンサル 
一般競争

入札 

平成 27 年度木造市営住宅除却工事に係

る設計業務 
住宅管理課 

2327204 コンサル 随意契約 
平成 27 年度木造市営住宅除却工事に係

る設計業務 
住宅管理課 

2127207 コンサル 
一般競争

入札 

平成 27 年度上水道管網計算書作成業務

委託 
水道工務課 

3127201 物品 
一般競争

入札 

八幡市地域イントラネット光ファイバ賃

貸借 
IT推進課 

1127203 工事 
一般競争

入札 
京都守口線等改修工事 

まちづくり 

推進課 

3227207 物品 
指名競争

入札 
電動式バスケットゴール更新 

まちづくり 

推進課 

1127201 工事 
一般競争

入札 

平成 27 年度男山中学校大規模改造工事

（第一期） 
教育総務課 

1227234 工事 
指名競争

入札 
美濃山小学校プールサイド改修工事 教育総務課 

1227216 工事 
指名競争

入札 

平成 27 年度八幡市公共下水道事業男山

指月地区人孔蓋取替工事 
下水道課 

1227217 工事 
指名競争

入札 

平成 27 年度八幡市公共下水道事業男山

美桜地区人孔蓋取替工事 
下水道課 

1227201 工事 
指名競争

入札 

平成 27 年度史跡石清水八幡宮境内（八角堂）歴史

活き活き！史跡等総合活用整備事業保存修理工事 

文化財 

保護課 

2327202 コンサル 随意契約 
平成 27 年度史跡石清水八幡宮境内（八角堂）歴史

活き活き！史跡等総合活用整備事業実施設計業務

委託 

文化財 

保護課 

2327206 コンサル 随意契約 
平成 27 年度史跡石清水八幡宮境内（八角堂）歴史

活き活き！史跡等総合活用整備事業監理業務 

文化財 

保護課 
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別紙２ 

質問・意見 回答 

1127214「平成 27 年度市単独事業土井南山１号線道路改良工事」 

・工事の一般競争入札案件のなかで落

札率 唯一 90％超なのはなぜか。 

 

・一般競争入札の案件は予定価格を事前に公表

していないために、結果として高落札率とな

ったのではないか。 

2127213「平成 27年度木造市営住宅除却工事に係る設計業務」 

2327204「平成 27年度木造市営住宅除却工事に係る設計業務」 

・「不調」の理由と顛末について。 

随契にもかかわらず低落札率とな

っているが、なぜか。 

・入札結果より、再度入札に関しては、2 名以

下になった場合は再度入札を行わないとい

う財務規則により再度入札中止となり不調。

入札は中止したが、案件の内容から市内業者

の受注機会を確保するため、最低応札業者の

コルクハウスと随契とし、入札の際の応札額

で契約したため、落札率が低くなっている。 

2127207「平成 27年度上水道管網計算書作成業務委託」 

・コンサルの中で一番の高い落札率と

なっているが、理由は。 

・最低制限価格未満での失格が１者あり、次順

位者が落札者となったため。 

3127201「八幡市地域イントラネット光ファイバ賃貸借」 

・中止になった理由について ・入札参加者が１者のみであったため、入札を

中止。2者以上の参加を条件としていた。 

1127203「京都守口線等改修工事」 

・入札金額と最低制限価格の近さにつ

いて 

・入札金額については、業者の積算によるもの。

結果として入札金額と最低制限価格が近く

なっている。 

3227207「電動式バスケットゴール更新」 

・不調の理由とその顛末について。 ・入札結果より、１回目は 3者辞退、3者予定

価格超過のため再入札。2回目の入札も 1者

辞退、2者予定価格超過のため不調。最低応

札額の業者と交渉により、予定価格以内で特

命随契。 
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質問・意見 回答 

1127201「平成 27年度男山中学校大規模改造工事（第一期）」 

・工事のなかで金額最高で入札参加者

数 2者なのは、なぜか。 

・年度当初の入札であったため、入札参加資格

要件については、少し高めの設定としてい

る。ただし、結果として入札参加業者が少な

かったため、今後検討していく必要はある。 

・工事内容を分けて発注しない理由

は。 

・本案件については夏休みに工事をほぼ終わら

せるため、早期に業者を決定しなければなら

ないという事情があり、一括発注とした。 

1227234「美濃山小学校プールサイド改修工事」 

・落札率の高さについて。 ・入札金額については、業者の積算によるもの。

結果として高落札率となっている。 

1227216「平成 27年度八幡市公共下水道事業男山指月地区人孔蓋取替工事」 

1227217「平成 27年度八幡市公共下水道事業男山美桜地区人孔蓋取替工事」 

・最低制限価格との一致の理由につい

て。 

・同種の工事は、設計書の構成がほぼ同じことか

ら、最低制限価格のほぼ同率となる。それを参

考に応札しているのではないかと考えられる。

毎年の傾向であるが、人孔蓋取替工事は最低制

限価格に応札額が集中する。 

1227201「平成 27年度史跡石清水八幡宮境内（八角堂）歴史活き活き！史跡等総合 

活用整備事業保存修理工事」 

2327202「平成 27年度史跡石清水八幡宮境内（八角堂）歴史活き活き！史跡等総合 

活用整備事業実施設計業務委託」 

2327206「平成 27年度史跡石清水八幡宮境内（八角堂）歴史活き活き！史跡等総合 

活用整備事業監理業務」 

・それぞれの関係性について。 ・年度ごとの継続事業で同じ八角堂を年度ごとに

箇所を区切って改修を行っている。平成 26 年

度に設計を行った部分を 1227201 の案件とし

て平成 27 年度に工事を行っている。2327202

の案件は平成 27 年度に実施設計を行う部分と

して業務委託を入札し、次年度に工事を行う。 

・随意契約とする理由について。 ・今年度文化財を取り扱えるコンサル業者の本市

への登録が当該業者の他になく、同箇所の実施

設計を行った業者でもあるため。本市では、工

事監理は設計を請け負った業者に随契するこ

とが多い。 
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別紙３ 

協議事項（３）検討課題について  

・入札参加者が１であった場合、成立の是非について 

（工事、コンサルにおける電子入札案件について） 

事務局の説明事項 

・一般競争入札において入札参加者が 1者の場合、辞退多数で応札者が 1者の場合、 

どちらも電子入札に限り執行可能とする。 

 

質問・意見 回答 

・他市では１者で入札を執行しているが、

課題等について聞いているか。 

・実際に何か問題が発生しているという話

は聞いていない。 

まとめ 

電子入札に限り 1 者入札を認める。そのうえで、懸念事項や再入札の対応をどうする

か等について検討を行うこと。 

 

  


